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情報解禁第二弾
TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』×富士急ハイランド
コラボ内容＆グッズ情報公開

入園無料化１周年を迎えた富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、2019年9月21日（土）～
11月4日（月・祝）の期間、サービス開始から5年目を迎える大人気スマートフォン向けアプリゲーム
が原作のTVアニメ『あんさんぶるスターズ！』とコラボしたイベントを実施いたします。
（https://www.fujiq.jp/special/201907_ensta/）
期間中園内では、人気アトラクションとコラボした『流星隊』メンバーが出発の合図や園内アナ
ウンスを行うほか、
『流星隊』メンバーのスタンプを集めて回るスタンプラリー、フォトスポットの
設置、コラボフードやコラボフリーパス、オリジナルグッズの販売など盛りだくさんの内容となっ
ています。
さらに、園内中央にある日本で唯一のソフトプレッツェル専門店『アンティ・アンズ 富士急ハイ
ランド店』では、TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』一色に染まった店内で、ゆっくりとお過ごし
いただくことができます。
この他にも、隣接するホテル内のレストラン「MACARONI CLUB」にてソフトドリンクご注文のお客
様の中で希望者にオリジナルコースターのプレゼントや、
『ふじやま温泉』にてオリジナルデザイン
のタオルがついたコラボ入館券の販売、ラッピングトレインの運行、
『流星隊』デザインのラッピン
グバスを使用した往復バスツアーの実施も行います。
富士山の麓で、TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』の世界観をたっぷりとお楽しみください。
【TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』×富士急ハイランド」概要】
■期 間
2019年9月21日（土）～ 11月4日（月・祝） 45日間
■特設ページ https://www.fujiq.jp/special/201907_ensta/

■内 容
１．園内での取り組み
（1） コラボフリーパスの販売
オリジナルチケットホルダーとコラボ園内マップが付いた特別1dayフリーパス（入園＋乗り放題）
を、電子チケットサービス「PassMarket」にて前売販売いたします。（当日券販売あり）
【コラボ1dayフリーパス】
（オリジナルチケットホルダー＋コラボ園内マップ付）
・料
金 前売券 大人6,200円、中高生5,700円（税込）
当日券 大人6,500円、中高生6,000円（税込）
・販売期間 9月7日（土）12:00～11月4日（月・祝）
・購入先
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018gpu10gkjfa.html
※PassMarketでの購入には「Yahoo!JAPAN ID」の取得および
「富士急ハイランドメルマガ会員」
（無料）への事前登録が必要となります。
※チケットの引き換えは9月21日（土）以降となります。
※チケットホルダーがなくなり次第、販売終了となります。
（2）流星隊コラボアトラクション
園内では、『流星隊』メンバー5人がそれぞれ人気アトラクションとコラボいたします。フォトス
ポットが設置されるほか、アトラクションの出発の合図や運転のアナウンスが『流星隊』メンバー
のボイスに変わります。組み合わせは以下の通りです。

守沢千秋 × FUJIYAMA

深海奏汰 × ナガシマスカ

南雲鉄虎 × 鉄骨番長

高峯 翠 × 富士飛行社

仙石 忍 × ええじゃないか

（3）流星隊 スタンプラリー
コラボアトラクション前に設置された『流星隊』メンバーのスタンプを集めて回るラリーを実施
いたします。スタンプをすべて集めた方には、オリジナルデザインのステッカーをランダムで1枚プ
レゼントいたします。
（全12種）
・利用料金：500円（税込）
・販売場所：フジヤマ下売店「バラエティーズ」
※ステッカーがなくなり次第、販売を一時休止する場合もございます。
（4）「アンティ・アンズ」コラボカフェ
期間中、園内中央にあるソフトプレッツェル専門店「アンティ・アンズ 富士急ハイランド店」が
コラボカフェに変わります。TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』一色に染まった店内では、BGMと
して各ユニットの楽曲が流れるほか『流星隊』のメンバーがメニューを紹介するオリジナルボイス
を楽しむことができます。さらに、
『流星隊』にちなんだ星形のオリジナルプレッツェルも販売いた
します。

（5）コラボメニュー
園内の各レストランおよびテイクアウトショップにて、ユニットにちなんだオリジナルコラボメ
ニューが登場いたします。
メニューの詳細は後日発表いたします。
①フード（オリジナルPPランチョンマット付）1,400円（税込）
※ランチョンマットは全12種からランダムで1枚プレゼント。
②デザート、テイクアウト（オリジナルコースター付）800円（税込）
※コースターは全41種からランダムで1枚プレゼント。
③ドリンク（オリジナルコースター付）600円（税込）
※コースターは41種からランダムで1枚プレゼント。
（デザート、テイクアウトメニューと共通デザイン）
※②、③のオリジナルコースターはユニット毎に配布期間が異なります。詳細はHPをご覧ください。
（6）コラボグッズ
このイベント用に描き起こされた『流星隊』コラボイラストや、各ユニットデザインの缶バッジ
やポスター、アクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを多数販売い
たします。詳細はHPをご覧ください。
・販売場所 ショップFUJIYAMA
※各アイテム、お一人様あたりの購入数に制限を設ける場合があります。
※イベント終了後、事後物販を予定しております。完売商品の取り扱いはございませんので、ご了
承ください。
トレーディング缶バッジ全 41 種 417 円（税抜） ※ブラインド形式での販売です。
トレーディング BIG 缶バッジ

全 12 種 509 円（税抜）

IC カードステッカー 全 12 種 324 円（税抜）

※ブラインド形式での販売です。

つながるアクリルチャーム
アクリルスタンド

全 41 種 463 円（税抜）※ブラインド形式での販売です。

全 5 種 1,300 円（税抜）

クリアファイル（A5）

全 12 種 278 円（税抜）

ポスター（B2）全 12 種 741 円（税抜）
オリジナルブランケット

全 1 種 2,315 円（税抜）

オリジナルトートバック 全 1 種 2,315 円（税抜）
オリジナル T シャツ

全 1 種 3,241 円（税抜）

２．周辺施設での取り組み
（1）ふじやま温泉
富士急ハイランドに隣接している日帰り温泉施設「ふじやま温泉」では、オリジナルデザインの
タオルがついたコラボ入館券を数量限定で販売いたします。
※タオルは無くなり次第販売終了となります。

（2）MACARONI CLUB
富士急ハイランド隣接のハイランドリゾートホテル＆スパ内にあるレストラン「MACARONI CLUB」
では、ソフトドリンクご注文のお客様の中で希望者にオリジナルコースターのプレゼントをいたし
ます。

（3）ラッピングトレイン運行
期間中、大月駅～河口湖駅を結ぶ富士急行線では、アイドル41人が車体を飾るラッピングトレイ
ンを運行いたします。車内は各ユニットのポスターを掲出いたします。その他、富士急ハイランド
駅では、電車利用者の中で希望者に流星隊デザインのコラボ記念乗車証を無料でプレゼントいたし
ます。ご希望の方は富士急ハイランド駅窓口の係員にお声がけ下さい。（問合せ先：富士急行線 富
士山駅0555-22-7133）

（4）ラッピング高速バスの運行
今回のコラボに合わせて、
『流星隊』デザインでフルラッピングされた高速バスを運行中です。富
士急ハイランド・富士五湖と、新宿・渋谷・東京・羽田空港・三島を結びます。さらに、特定日には
このラッピングバスを使った往復バスツアーを新宿発着・三島発着でそれぞれ実施いたします。利
用者には記念乗車証をプレゼントいたします。
ラッピングバス運行期間 8/1（木）～11/4（月・祝）※運行ルート・運行ダイヤ不定期となります。

バスツアー
①運行日

・新宿駅～富士急ハイランド
・三島駅～富士急ハイランド

9/21（土）22（日）11/2（土）3（日）
9/21（土）22（日）28（土）10/5（土）12（土）13（日）
19（土）26（土）27（日）11/2（土）3（日）

②内

容

・『流星隊』によるオリジナルアナウンス（出発時・到着時）
・記念乗車証プレゼント
・ソフトプレッツェル専門店「アンティ・アンズ 富士急ハイランド店」での流星隊プ
レッツェル引換券付

③定

員

40名（満席時には増便を予定）
※催行日の5日前までに20名以上予約が入らなかった便は、催行中止となります

④料

金

5,500円（税込）

⑤利用方法 WEBにて事前予約・事前決済（先着順）
【『あんさんぶるスターズ！』とは】
Happy Elements（カカリアスタジオ）が提供するスマートフォン向けア
プリゲームです。男子アイドルの育成に特化した私立夢ノ咲学院を舞台
に、個性豊かな生徒たちが青春のアンサンブルを奏でながら、トップア
イドルを目指して成長していく物語です。
2015 年 4 月のサービス直後から人気が沸騰。日本版だけでなく、中国
版、台湾版、韓国版も配信中です。ユニット CD の他、小説、コミック
ス、2.5 次元舞台・キャストライブ・バーチャルライブ等のイベント展
開など、メディアミックスも多方面に展開しています。
7 月より放送がスタートした TV アニメは、現在 TOKYO MX、BS11 他にて
好評放送中です。

©Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会

【富士急ハイランド
■営業時間

営業データ】

平日 9：00～18：00

土休日 9：00～21：00

※季節により変動致します。詳しくは HP をご確認ください。
https://www.fujiq.jp/schedule/highland/201909/index.html

■料

金

〇入園料：無料
〇フリーパス
大人 6,200 円／中高生 5,700 円／小学生 4,500 円／
幼児(1 歳以上)・シニア(65 歳以上)2,100 円
〇アフタヌーンパス（午後から利用できるアトラクション乗り放題チケット）
大人 3,900 円／中高生 3,600 円／小人(小学生)3,200 円／
幼児(1 歳以上)・シニア(65 歳以上)1,700 円

■アクセス

車／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接
バス／新宿から高速バスで約 100 分、富士急ハイランド下車
※首都圏の他、名古屋、関西等、30 か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え、富士急ハイランド駅下車

■お問合せ

山梨県富士吉田市新西原 5-6-1 TEL：0555-23-2111

https://www.fujiq.jp

