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「ＮＡＲＵＴＯ×ＢＯＲＵＴＯ 富士 木ノ葉隠れの里」に
明日１２/４(金)、自来也・綱手・我愛羅・イタチが仲間入り！
富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）にある「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」に、明日 12
月 4 日(金)、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」に登場する自来也・綱手・我愛羅・イタチといった人気キャラク
ターたちの新フォトスポットが登場いたします。

主人公ナルトの師「自来也(じらいや)」は
大好きな酒を両手にほろ酔いでご満悦

ひょうたんから飛び出す砂に腰掛ける
風影「我愛羅(ガアラ)」

怪力自慢の五代目火影「綱手(ツナデ)」と
腕相撲勝負

「うちはイタチ」は弟・うちはサスケ
との感動シーンを再現

作品に登場するお馴染みのポーズで一緒に記念撮影をすれば、NARUTO の世界観により一層浸れるこ
と間違いなしです。なお、里内の「ラーメン一楽」では、
「我愛羅」をイメージした「我愛羅“砂の絶
対防御”白胡麻担々麺」を販売しております。我愛羅の額と同じ“愛”の文字が刻まれた煮卵やたっぷ
りの白胡麻で“砂”を表現した寒い冬にほっと温まる逸品です。ぜひご賞味ください。
また、富士急ハイランドのオフィシャルホテル・ハイランドリゾート ホテル＆スパにある「NARUTO-ナル
ト- 疾風伝」の世界観を再現した特別和室「忍の間－ジャパニーズ ニンジャ スイートルーム NARUTO
－」では、2021 年 2 月 1 日(月)以降のご宿泊よりアメニティグッズを刷新いたします。羽織るとナル
トやサスケになりきれる浴衣や最終決戦のナルトとサスケの迫力ある横顔が描かれたフェイスタオルなど、
どれもこれも宿泊修業に臨む方だけが手に入れられるプレミアム品です。
さらに、施設の公式 Twitter アカウントでは、「目指せ！7,610(ナルト)フォロワー達成キャンペー
ン」も 12 月 31 日(木)まで開催中です。この冬はますます盛り上がる「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠
れの里」にぜひご注目ください。
ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

◆「我愛羅」をイメージしたスペシャルラーメンを販売中！
里内の「ラーメン一楽」では、
「我愛羅」が里に仲間入りしたこと
を記念して、「我愛羅」をイメージした「我愛羅“砂の絶対防御”
白胡麻担々麺」を販売しております。我愛羅の額と同じ“愛”の
文字が刻まれた煮卵やたっぷりの白胡麻で“砂”を表現した寒い冬
にほっと温まる逸品です。ぜひご賞味ください。
【商品概要】
■商 品 名 我愛羅“砂の絶対防御”白胡麻担々麺
■料
金 1,180 円(税込)
■ポイント 我愛羅の額と同じ“愛”の文字が刻まれた煮卵や
たっぷりの擦り白胡麻で我愛羅を守る“砂”を表現した
適度な辛みが体の芯から温まる濃厚担々麺です。

◆目指せ！“7,610(ナルト)”フォロワー達成キャンペーン
施設の公式 Twitter アカウントでは、
「目指せ！7,610(ナルト)フォロワー達成キャンペーン」も開
催中です。年内に 7,610 フォロワー達成すれば、抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。
【キャンペーン概要】
■期
間 2020 年 12 月 31 日(木)まで
■参加方法 ①「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」の公式 Twitter（@fuji_konoha）をフォロー
②「#目指せ 7610 人」のハッシュタグを付けて Twitter 投稿
■賞
品 見事期間中に 7,610 フォロワー達成すれば、
キャンペーン指定のハッシュタグ「#目指せ 7610
人」を付けて投稿してくれた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。
・NARUTO×BORUTO 賞 オリジナルぬいぐるみ 3 点セット(ナルト・サスケ・ボルト)2 組 4 名様
・FUJI-Q 賞 富士急ハイランドフリーパス(ペア) 3 組 6 名様

◆大人気「ＮＡＲＵＴＯルーム」 オリジナルアメニティグッズ刷新！
富士急ハイランドのオフィシャルホテル・ハイランドリゾート ホテル＆スパにある「NARUTO-ナルト- 疾
風伝」の世界観を再現した特別和室「忍ノ間－ジャパニーズ ニンジャ スイートルーム NARUTO－」
では、
2021 年 2 月 1 日(月)以降のご宿泊よりアメニティグッズを刷新いたします。羽織るとナルトやサスケ
になりきれる浴衣や最終決戦のナルトとサスケの迫力ある横顔が描かれたフェイスタオルなど、どれもこ
れも宿泊修業に臨む方だけが手に入れられるプレミアム品です。
【アメニティグッズ内容】
・浴衣（ナルト、サスケ）各 1 枚
・チャクラ刀型くし
2個
・フェイスタオル
2枚
・吊るせるポーチ
2個
※2021 年 2 月 1 日(月)以降のご宿泊よりアメニティ
グッズが切替えとなります。
※1 室 1 泊につき上記アメニティグッズをプレゼント
いたします。1 室の宿泊人数が 3～6 名様の場合でも
グッズの数量は変わりません。別途料金でグッズの
追加購入も可能です。

【ハイランドリゾート ホテル＆スパ「NARUTO ルーム」概要】
「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の世界観を再現した特別和室。客室は“陽ノ間”と“陰ノ間”で構成されて
おり、チェックイン時に受け取る「修業ノ書」に書かれた試練を乗り越えながら宿泊修業に臨みます。

■客 室 名 忍ノ間－ジャパニーズ ニンジャ スイートルーム NARUTO－
■定
員 4 名 ※1 名様あたり追加料金 6,000 円で最大 6 名まで可
■宿泊料金 (4 名 1 室利用の場合) 1 名様あたり 17,550 円～
※シーズンにより異なる
■予約方法 ハイランドリゾート ホテル＆スパ公式サイトよりご予約ください。
https://www.highlandresort.co.jp/
※お電話でのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
【
「NARUTO」
「BORUTO」とは】
「NARUTO-ナルト-」は、忍者の里“木ノ葉隠れの里”に育った落ちこ
ぼれ忍者・うずまきナルトを中心に、仲間たちとの成長を描いたバトル
アクション物語。週刊少年ジャンプ（発行：集英社）にて 2014 年まで連
載され、国内の原作コミック累計発行部数 1 億 5300 万部以上を誇る。
国内のみならず海外でも人気が高く、46 以上の国と地域で流通、海外コ
ミックス累計発行部数は 9700 万部以上を記録している。
また、「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-」は、V ジャンプ
（発行：集英社）にて連載されている「NARUTO」のその後を描くスピンオ
フ作品。里のリーダー“火影”となったうずまきナルトの息子「ボルト」
を主人公として、近代化が進んだ“木ノ葉隠れの里”を舞台に物語が描か
れる。2017 年よりテレビ東京系にてアニメ放送中。
「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」
イメージ

【富士急ハイランド営業概要】
■営業時間

10:00～17:00
※日によって異なります。詳しくは公式 HP にてご確認ください。

■休 園 日

2020 年 12 月 10 日(木)、2021 年 1 月 7 日(木)、14 日(木)、21 日(木)、28 日(木)

■料

・入園料 無料

金

・フリーパス 大人 6,200 円、中高生 5,700 円、小学生 4,500 円、
幼児・シニア・妊娠している方 2,100 円
当日の 3 密を回避する為、E-TICKES（オンラインチケット）による事前購入を推奨いたしま
す。E-TICKES の詳細は下記よりご確認いただけます。
https://www.fujiq.jp/ticket/e-ticket.html
■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/

■入園条件

・入園時の検温で 37.5℃以上ある場合、入園をお断りいたします。
・体調のすぐれないお客様、発熱があるお客様、のどの痛み、咳など軽い風邪の症状のお客様、
嘔吐・下痢等の症状があるお客様は、入園を控えていただきますようお願いします。
・マスク着用（2 歳以上の方）でないお客様は、入園をお断りいたします。
・入園前に、富士急ハイランド公式 HP の TOP に掲載されている
「現在の営業状況、感染症予防対策」を必ずご覧ください。

http://www.fujiq.jp/event/h5f6de000001xv0u.html
富士急ハイランドでは引き続き、来場者と従業員の健康と安全を最優先の基本と考え、政府
が公表している「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ
ン」を準拠し、徹底した感染症拡大予防対策を講じて、お客様が安心してご来場できますよう
安全対策に努めてまいります。
感染症予防対策、最新の営業情報につきましては、富士急ハイランド公式ホームページより
ご確認ください。

