平成 30 年 10 月 24 日

富士急行株式会社
株式会社富士急ハイランド

冬の富士急ハイランドを華やかに彩る新イルミネーション

リサとガスパール タウン「クリスタルガーデン」
平成 30 年 11 月 17 日（土）登場

※イメージ
（C）2018 Hachette Livre

本年夏より入園無料となった富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）にあるパリの街並みを再現した
「リサとガスパール タウン」の開業 5 周年アニバーサリーイベントの一環として、春の「ブルーガーデ
ン」
、夏の「イエローガーデン」に続き、冬の夜を華やかに彩る光の花畑「クリスタルガーデン」が平成
30 年 11 月 17 日（土）から登場いたします。
高さ約 8ｍのクリスマスツリーや赤いお花、クリスマスオーナメントなどでデコレーションされクリス
マスムード溢れる「リサとガスパール タウン」は、夜になると約 50 万球のイルミネーションが輝き、よ
り一層ロマンチックな雰囲気へ様変わり。中でも、エッフェル塔のあるメイン広場にカラフルな LED フ
ラワーが咲き誇る光の花畑「クリスタルガーデン」は、人々を魅了する美しい光景です。
また、タウン内の各店舗では、「クリスタルガーデン」やクリスマスにちなんだ冬季限定メニューが登
場。リサとガスパールをモチーフにした可愛らしいもこもこのスリーブ付きドリンク、クリスマスツリー
や雪だるまを象ったパン、カラフルな果物が詰まった宝石箱のようなゼリーなど、味だけでなく見た目も
楽しめるラインナップが揃います。更に、オリジナルグッズを作ることが出来る体験工房「リサとガスパ
ールのアトリエ」にはスノードーム制作体験が加わるなど、この時期だけのお楽しみが盛りだくさんです。
きらめくパリの街並みを抜けた先に広がる「クリスタルガーデン」のイルミネーション、この光景は
「リサとガスパール タウン」でしか見ることができずインスタ映え間違いなしです。昼夜通してさまざ
まな楽しみ方ができる「リサとガスパール タウン」で、特別なクリスマスをお過ごしください。

●赤いお花に彩られた「リサとガスパール タウン」のクリスマス
11 月 9 日（金）～12 月 25 日（火）の期間、
「リサとガスパール タウン」には高さ約 8ⅿのクリスマス
ツリーが登場する他、皆さまをお迎えするウェルカムモニュメントや、パリの街角にある広場をイメージ
した「トワトモ広場」のシンボル「トワトモの鐘」が華やかな赤いお花でデコレーションされ、タウン全
体がクリスマスムード一色に染まります。
さらに思わず写真を撮りたくなる期間限定商品も登場。また、リサとガスパールをモチーフにした可愛
らしいもこもこのスリーブ付きドリンク、クリスマスツリーや雪だるまを象ったパン、そして、オリジナ
ルグッズを作ることができる「リサとガスパールのアトリエ」にはスノードーム制作体験も加わり、思い
思いのクリスマスをお楽しみいただけます。

★ クリスマスマントをまとったリサとガスパールが登場
11 月 9 日～12 月 25 日の期間中の土日祝日はクリスマスマントをまとったリサとガスパールの特別グ
リーティングを開催します。一緒に並んで写真撮影をお楽しみください。
（1 日 2 回開催、10：00/15：00）

●日没後は「クリスタルガーデン」、“光る”商品も続々登場
エッフェル塔のあるメイン広場に光の花畑「クリスタルガーデン」が 11 月 17 日（土）から登場しま
す。本場パリでも行われているエッフェル塔の「シャンパンフラッシュ」演出とあわせて、広場に咲き誇
るレッド・ブルー・ピンク・ゴールドの 4 色のカラフルな LED フラワーが音楽と共に流れるように点滅
し、人々をロマンチックな世界へ誘います。また、タウン内の各店舗では光るドリンクや光るわたあめな
ども販売され、イルミネーションと一緒にお楽しみいただけます。

★ 「クリスタルガーデン」概要
・開催期間
平成 30 年 11 月 17 日（土）～平成 31 年 3 月頃（予定）
・営業時間
日没後～18：00（日によって異なります）
・料
金
無料

●入園無料の「富士急ハイランド」でもクリスマスフェアを満喫
本年夏に入園無料化を実施した富士急ハイランドでもクリスマスフェアを開催します。見た目も楽し
い期間限定メニューをお召し上がりいただけます。

～リサとガスパール タウン開業 5 周年記念イベントも盛りだくさん～
●巨大なオリジナル原画が並ぶ「5 周年記念ミュージアム」
タウン内ショップの 2 階に「5 周年記念ミュージアム」が期間限定で登場。身長より大きなサイズのオ
リジナル原画パネルをバックに写真を撮ることができます。お気に入りの 1 枚を見つけてください。

●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
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、アートフレーム、バンダナなど、
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。

アートフレーム

2,160 円

バンダナ

950 円

フジヤマクッキー
BOOK 型限定パッケージ

●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、5 周年記念オリジナル原画デザインのス
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。

550 円

●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、焼きたてパンを楽しめる「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、オリジナル原画デ
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。

●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
隣接するハイランドリゾート ホテル＆スパでは、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」の宿泊者限定で、5 周年記念オリジナル原画デザインのミニクリアファイ
ルをプレゼントいたします。
それぞれの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、抽選でホテル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中です。
【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「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など、細部にわたり絵本の世界観を表現したルームです。
＜右

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。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
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
置し、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。

【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 分後（施設により異なる）

■休 園 日

＜富士急ハイランド＞平成 30 年 11 月 8 日（木）、12 月 4 日（火）
、13 日（木）
＜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：無料

フリーパス：おとな 5,700 円／中高生 5,200 円／こども（7 歳以上）4,300 円／
幼児（1 歳以上）シニア（65 歳以上）2,000 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。

