平成 30 年 6 月 28 日
報道関係各位
株式会社富士急ハイランド

今夏世界各国の富士登山客・立寄り客のあらゆるニーズに対応！

“富士山五合目でマルチ決済対応”
外貨両替所開設、オンライン宿泊予約開始
「サイクリストの聖地」に向けた取り組みも新たに実施！

世界遺産「富士山」スバルライン五合目において、株式会社富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）が
営業するレストハウス「富士急雲上閣」
（山梨県富士河口湖町鳴沢村字富士山）では、今夏 7 月 1 日の山
開きを迎えるにあたり、新たな取り組みを実施します。
近年増加する登山客に関する動向調査（*1）によると、平成 29 年度の富士山吉田ルートの登山者数は
約 17 万人（前年比 13.6％増）で富士山が世界文化遺産に登録された平成 25 年度に近い水準となってい
ます。外国人登山者の総国籍数は 50 ヶ国にのぼり、吉田ルートの登山者のうちおよそ 3 人に 1 人は外国
人という調査結果も出ていますが、外国人客からは「山小屋の宿泊予約方法がわからない」「カード決済
に対応していない」等の声があがっています。
このような背景から、外国人登山客や立寄り客からの多数のご要望にお応えするため、富士急雲上閣で
は今夏から次の取り組みを開始します。
*1 環境省関東地方環境事務所 報道発表資料より
（１）
「平成 29 年夏期の富士山登山者数について」
http://kanto.env.go.jp/pre_2017/29.html
（２）
「平成 27 年度富士山における外国人登山者動向把握業務調査結果概要について」
http://kanto.env.go.jp/pre_2016/27_1.html

１．世界各国の富士登山客の決済・宿泊予約ニーズに対応
（１）国内最多(エクスチェンジャーズ調べ)158 種類の取扱いが可能な
有人外貨両替所を開設
平成 30 年 7 月 1 日、富士急雲上閣 1 階に 158 種類の取扱いが可能
な有人外貨両替所「エクスチェンジャーズ」
（本社：東京都中央区
銀座）を開設いたします。富士登山途中で必要となる、日本円へ
の両替が可能となり、現金利用のみの売店や山小屋での買い物も
心配不要です。また、店舗型両替所としても最も優良なレートで
あることや、パスポート提示や書類の記入などの手続きが不要の
ため、手軽にご利用いただけます。
■開設期間 平成 30 年 7 月 1 日（日）～9 月 10 日（月）
（山開き期間中は無休）
■開設時間 7:00～22:00

エクスチェンジャーズ

（２）中国国内で高いシェアを誇るモバイル決済サービス「WeChat Pay」導入
海外のお客様の多様な決済ニーズに対応するため、中国国内で高いシェアを誇るモバイル決済サ
ービス「WeChat Pay」
（微信支付）を導入し、富士急雲上閣での宿泊、レストラン、売店利用時
の決済が可能となります。
（３）いつでもどこでもＷｅｂ上で宿泊予約が可能に。オンライン宿泊予約の開始
富士急雲上閣内のカプセルホテル「ロッジ・フジヤマ」では、今シーズンよりオンライン上での
宿泊予約を開始いたします。
「富士急雲上閣」の公式ウェブサイトからの予約は、日本語・英語
に対応し、事前クレジット決済も可能です。また、国内の主要オンライン・トラベル・エージェ
ントはもちろん、Expedia、Agoda、ブッキング・ドットコムといった海外の主要オンライン・ト
ラベル・エージェントからの予約も可能となり、外国の方でも富士登山に合わせて簡単に宿泊予
約ができます。
宿泊予約ページ（日本語）https://goo.gl/QzYnFx
宿泊予約ページ（英 語）https://goo.gl/PwW2dA
▲宿泊予約ページ
（日本語）

▲宿泊予約ページ
（英語）

２．様々な交通手段で訪れる立寄り客のニーズに対応
（１）富士山五合目をサイクリストの聖地へ！サイクリスト向けサービスの充実
Mt.富士ヒルクライムなどをきっかけに、富士五湖周辺でのサイクリング需要が高まる中、富士
山五合目が「サイクリストの聖地」として認知されることを目標に、新たに Mt.富士ヒルクライ
ムの歴代優勝者の写真パネル展示、サイクルスタンド及びフォトスポットの設置、自転車関連
グッズやオリジナル自転車安全お守の販売、自転車工具無料レンタルなど、サイクリスト向け
サービスを拡充いたします。

サイクルスタンド

自転車安全お守

自転車関連グッズ

（２）その他も盛り沢山！富士急雲上閣の付帯サービス充実！
①富士山写真家 大山行男先生の写真展開催
富士山世界遺産５周年を記念し、富士山写真家の第一人者である大山行男先生が撮影した富
士山関連写真の展示(約 50 点)を実施します。
②レストランサービスの拡充
「焼き魚(ﾔﾏﾒ･ｲﾜﾅ)」や「国産焼いも」、あんこがぎっしり詰まった「フジヤマクロワッサン」
や「雲上そば」等の飲食メニューを販売開始します。
③物販サービスの拡充
国産小麦粉や富士山の蜂蜜など素材にこだわった、雲上閣オリジナルフジヤマクッキーのほ
か、
「日本のお土産コーナー」を拡張して、外国人観光客に人気の「和柄ハンカチ」や「化粧
品類(馬油･化粧水)」の販売、
「乾物類(わかめ･えび･あなご･焼のり)､わさび類商品」の試食
販売を実施します。
④登山用具レンタルの拡充
登山用具のレンタルスペースを拡張し、レンタル用品を拡充します。

【富士急雲上閣 について】
富士山五合目バス停目の前にある売店やレストラン、宿泊施設まで完備した山小屋です。富士山
モチーフのお土産や栄養士監修の登山飯もあり、これから富士登山の方はもちろん、五合目まで
足を伸ばした観光客からも好評を博しています。プライバシーが保たれたカプセルタイプの宿泊
施設「ロッジ・フジヤマ」では、シャワー（宿泊者限定）もあり富士山の高度に体を慣らしてお
くことも可能。富士登山の起点となる複合施設です。

「ロッジ・フジヤマ」施設概要
プライバシーを確保したカプセルホテルタイプの客室を中心とした宿
泊施設です。海外の方でも広々とご利用いただけるセミダブルサイズの
個室で、女性専用スペースもあるので、安心してご利用いただけます。
宿泊予約ページ（日本語）https://goo.gl/QzYnFx
▲宿泊予約ページ
宿泊予約ページ（英 語）https://goo.gl/PwW2dA
（日本語）
■宿泊取扱期間
2018 年 7 月 1 日（日）～2018 年 9 月 10 日（月）
＜カプセルホテル＞
■部屋数
42 室（男 22 室、女 20 室）
■利用時間 ・宿泊
15：00～翌日 10：00
・時間貸し 9：00～17：00 ※1 時間単位、最終受付 16：00
■料金
・素泊まり 7,560 円～
・1 泊朝食付 8,160 円～
・1 泊夕食付 8,560 円～
・1 泊 2 食付 9,160 円～
※時期により変動あり
＜個室＞
■部屋数
2 室（大 1 室 8 名迄、小 1 室 3 名迄）
■利用時間 ・宿泊
15：00～翌日 10：00
■料金
・素泊まり 7,560 円～
・1 泊朝食付 8,160 円～
・1 泊夕食付 8,560 円～
・1 泊 2 食付 9,160 円～
※時期により変動あり
＜付帯設備＞
■コインシャワー 男 1 ヵ所 女 1 ヵ所 500 円（5 分）
■コインロッカー 310 個 大 600 円 中 500 円 小 300 円

▲宿泊予約ページ
（英語）

【富士急雲上閣 営業データ】
■営業時間

春・秋期

■定 休 日

積雪時

■施

1階

売店

2階

レストラン

3階

宿泊施設「ロッジ・フジヤマ」

■交

設

9:00～17:00／夏期

6:00～23:00

通

車 ／河口湖 IC 出口から富士スバルライン経由で 28.6km (38 分)
※富士スバルラインマイカー規制（2018 年 7 月 10 日～9 月 10 日）
マイカー規制時は、富士北麓駐車場に車をとめてシャトルバスにお乗り換えいただきます。
富士北麓駐車場は東富士五湖道路、富士吉田 IC 東側に併設された大駐車場で、
1,400 台の駐車が可能です。駐車料金は 1,000 円です。

バス／新宿駅から高速バスで約 155 分、
富士スバルライン五合目下車
※新宿駅の他、五合目直通バスが羽田空港、横浜駅、
センター北・たまプラーザ駅から期間限定運行
電車／JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗換 富士山駅下車のち
富士急バスに乗換
■お問い合せ

山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1
富士急雲上閣

TEL：0555-72-1355

https://www.fujiyama-navi.jp/unjyokaku/

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。
株式会社富士急ハイランド

営業企画部

TEL：0555-24-6716

【プレスリリース、画像はこちらから】

https://fujikyu.box.com/v/unjyokaku

