2019 年 3 月 7 日
富士急行株式会社
富士芝桜まつり実行委員会

富士山麓に春の訪れを告げる絶景花イベント

「2019 富士芝桜まつり」 4 月 13 日（土）開幕
今年は芝桜のピンクに包まれる立体フォトスポットや気球搭乗体験イベント等が新登場

富士急行株式会社（山梨県富士吉田市）は、関東最大級 80 万株の芝桜の祭典「2019 富士芝桜まつり」を
2019 年 4 月 13 日（土）より開催致します。
「富士芝桜まつり」は、残雪の美しい世界遺産・富士山と広大
な園内いっぱいに咲き誇る芝桜の競演が楽しめる、富士山麓の春の訪れを感じられるイベントです。
12 年目を迎える今年のテーマは“ピンクの夢空間”
。新たな演出として、芝桜などでできた高さ 2.5ｍの
フラワータワーや全長約 70ｍのフラワーウォール、園内の竜神池での噴水の演出など、思わず写真を撮り
たくなる光景が広がります。さらに、今年は気球に乗って空から芝桜と富士山の絶景を楽しめる「気球搭乗
体験イベント」も初開催。まさに、
「芝桜に囲まれる」
「芝桜を見下ろす」といった、これまでにない絶景を
体験できるのは富士芝桜まつりだけです。
また、恒例のグルメイベント「富士山うまいものフェスタ」では、今
年から新たに富士山周辺の名物ローカル麺を集めた「富士山麺めぐり」
を開催。
「甲州かぼちゃほうとう」や「富士宮焼きそば」
「御殿場みくり
やそば」
、富士芝桜まつりオリジナル「芝桜ラーメン」といった個性豊か
な麺料理を楽しむことができます。また、富士山の形をした「富士山揚
げかまぼこ」や「富士芝桜あんまん」など SNS 映えするメニューも多数
登場。芝桜と富士山を眺めながら食べるお食事は格別に美味しいこと間
違いなしです。
芝桜の花と富士山が織りなす絶景を見に、ぜひ富士芝桜まつりへお越しください。

2019 富士芝桜まつり 新登場トピックス
（１）芝桜を使ったフォトスポット
芝桜などの花を使って表現したフォトスポット・モニュメントが園内に多数登場！花畑だけでなく、会場
の空間を彩る演出により、これまでより一層、芝桜のピンク色に囲まれる“ピンクの夢空間”体験をお楽
しみいただけます。

（左から）フラワータワー、壁面フォトスポット、スタンドフラワー

※画像はイメージです
（左から）フラワーウォール、竜神池の噴水

（２）空から 80 万株の芝桜と富士山を一望「気球搭乗体験イベント」
富士芝桜まつり会場から気球に乗って高さ 20ｍまで上昇！ 80 万株の芝桜と富士山の絶景が広がります。
フライト時間：1 回約 4～5 分
搭乗人数：１回につき大人 6 人（小人含め最大 8 人まで搭乗可）
利用料 ：大人 2,500 円、小人 1,500 円
※3 歳未満は利用不可
開催期間：4 月 19 日（金）～5 月 19 日（日）
（予定）
開催時間：開園～午前 12 時まで（予定）
開催場所：うまいものフェスタ会場の奥エリア
※雨天・強風中止

2019 富士芝桜まつり 開催概要
1.名

称

2019 富士芝桜まつり

2.会

場

富士本栖湖リゾート
（山梨県南都留郡富士河口湖町本栖 212）

3.植付面積

約 2.4ha

4.株

数

約 80 万株

5.主

催

富士芝桜まつり実行委員会

6.後

援

富士河口湖町、(一社)富士五湖観光連盟

7.品

種

芝桜 全 8 品種

※画像はイメージです

富士芝桜まつりで鑑賞できる芝桜
ピンクや赤、紫、白といった色とりどり全 8 品種の芝桜が会場に咲き誇ります。

（左から）マックダニエルクッション、ジャイアントローズ、オータムローズ、多摩の流れ

（左から）スカーレットフレーム、オーキントン・ブルーアイ、モンブラン、リトルドット

富士芝桜まつりをさらに盛り上げるイベント＆おすすめスポット
（１）
「富士山うまいものフェスタ」
今年は「富士山麺めぐり」を開催！「甲州かぼちゃほうとう」や 人気の B 級グルメ「吉田うどん」
「富
士宮焼きそば」に加え、新たに「御殿場みくりやそば」
「鳴沢せんどそば」
「芝桜ラーメン」といった知る
人ぞ知る富士山周辺の名物ローカル麺料理が 6 種類登場します。また、ムスリム向けのハラルフードとし
て、会場に設置した窯で焼く本格的な焼き立てナンとインドカレーも堪能できます。さらに、昨年大人気
だった、ピンク色の富士山がかわいい「富士芝桜あんまん」や「富士山揚げかまぼこ」など、芝桜や富士
山と一緒に撮りたくなるメニューが今年も多数登場！

御殿場みくりやそば

鳴沢せんどそば

バターチキンカレー＆ナンセット
※ムスリム向けハラルメニュー

（２）
「富士山大道芸フェスティバル」
昨年も好評いただいた、
「富士山大道芸フェスティバル」を本年も開催します。
日本を代表する大道芸人 15 組が週替わりで登場し、自慢のパフォーマンスで
会場内を盛り上げます。
観覧料 ：無料（入園料は別途必要）
開催期間：4 月 13 日(土)～5 月 26 日(日)
※GW 期間の 4 月 27 日～5 月 5 日は除く
開催時間：9:45～16:15（随時開催）
開催場所：うまいものフェスタ内（屋外１会場）※雨天中止
（３）芝桜を眺めながら楽しめる「展望足湯」
会場内での小休憩におすすめの「展望足湯」
。富士山と芝桜が織り成す絶景を
眺めながら足湯に入れば、身も心もリフレッシュできます。
利用料 ：100 円（タオル別売り／100 円）

富士芝桜あんまん

（４）ホテルメイドのスイーツを楽しめる「展望カフェ」
会場内の芝桜と富士山が一望できる一等地にある「展望カフェ」
では、芝桜をイメージしたホテルメイドの本格スイーツを楽し
むことができます。一番人気は芝桜会場限定メニューの「桜エ
クレール」
。山梨県産のももとぶどうを使用したジェラートも好
評です。

桜エクレール

山梨ぶどうジェラートサンデー
山梨白桃ジェラートサンデー

（５）富士芝桜まつり会場限定品多数！お土産も充実
富士芝桜まつり会場でしか買えないお土産も多数販売！中でも毎
年入荷待ちになる日もあるほど大ヒット商品は、山梨を代表する
銘菓である「桔梗信玄餅」の富士芝桜まつりに合わせたピンク色
パッケージ！ここでしか手に入らない特別な桔梗信玄餅です。
他にも、カステラで有名な文明堂や山本海苔店とのコラボ商品や、
1 日 500 個以上売れる「さくら葉黒蜜餅」なども販売。

富士芝桜まつり会場限定
桔梗信玄餅

アクセスも充実！JR 直通電車「富士回遊」や、新宿から会場直行の高速バスも運行
富士芝桜まつり会場へは、富士急行線「河口湖駅」からライナーバス（約 30 分）で向かいます。
「河口湖
駅」までは、新宿駅から乗り換えなしの JR 直通特急「富士回遊」※（1 時間 52 分）をご利用いただくか、
東京駅や渋谷駅、秋葉原駅や横浜駅など首都圏の主要駅や羽田空港から出ている高速バスをご利用くださ
い。また、期間中はバスタ新宿からそのまま会場に直行する高速バス（約 2 時間 25 分）を運行します。
富士急トラベルでは芝桜まつり入園券に往復の高速バスチケットや宿泊施設を組み合わせたお得なセッ
トプランを販売いたします。詳しくは富士芝桜まつりの公式 HP をご確認ください。
※富士回遊は 3 月 16 日（土）より運行開始いたします
芝桜以外にも様々な花を鑑賞できます
会場では芝桜以外にも、
「ムスカリ」や「アネモネ」
、
「レンギョウ」
、
「ミツバツツジ」など期間を通して
様々な花を楽しむことができます。

■営業情報
1.開催期間

2019 年 4 月 13 日（土）～5 月 26 日（日） 計 44 日間
※開花状況により変動あり。期間中無休。

2.営業時間

午前 8 時～午後 5 時
※混雑状況により変更となる場合があります。

3.入園料金

大人（中学生以上）600 円 / 小人（3 歳以上）250 円

4.駐 車 場

約 1,500 台（普通車 500 円/1 台、大型車 2,000 円/1 台、バイク 300 円/1 台）

5.交

車 ／中央自動車道河口湖 IC から国道 139 号経由約 25 分

通

東名高速道路富士 IC・新東名高速道路新富士 IC から約 50 分
バス／新宿駅（バスタ新宿）より直通高速バスで約 2 時間 25 分
富士急行線河口湖駅より会場行きバスで約 30 分
JR 新富士駅より会場行きバスで約 75 分
電車／JR 中央本線大月駅で富士急行線に乗り換え河口湖駅下車、会場行きバス乗り換え
6.お問合せ

富士芝桜まつり事務局 0555-89-3031 （HP http://www.shibazakura.jp/）

芝桜の咲き終わり時期には「芝桜株掘り体験」を実施
ご家庭でも芝桜を育ててみたい方は、咲き終わり頃の富士芝桜まつりにもう一度お越しください。
好きな芝桜株を自分で掘ってお持ち帰りいただき、翌春ご家庭でも芝桜をお楽しみいただけます。
料金：お一人様利用料 600 円（入園無料期間に開催） ※料金にはビニール手袋と育て方案内を含む
※お一人様 1 袋つめ放題です
※株堀場所は当社指定エリアとなります。
※スコップは無料貸し出し致します

