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リサとガスパール タウン 5 周年記念アニバーサリー

“富士山麓のパリの街並み”に
一面黄色い花畑「イエローガーデン」登場
平成 30 年 6 月 30 日（土）～9 月 6 日（木）
今夏、入園無料となる富士急ハイランドとあわせて楽しめる

※イメージ

（C）2018 Hachette Livre

今夏、入園無料となる富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）に隣接する、フランスの人気絵本「リサ
とガスパール」の住むパリの街並みを再現したエリア「リサとガスパール タウン」に開業 5 周年アニバ
ーサリーイベントとして、平成 30 年 6 月 30 日（土）～9 月 6 日（木）の期間、一面イエローに染まる花
畑「イエローガーデン」が登場いたします。
エッフェル塔のあるメイン広場に、ヒメヒマワリ、ルドベキア、メランポジウム、ケイトウ、マリーゴ
ールドといった 5 品種、約 2 万株の黄色いお花が一面に咲き誇るほか、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、黄色いお花や鮮やかな緑で可愛らしくデコレーシ
ョンされるなど、タウン全体が華やかなイエローに彩られます。
イエローにちなんだ、さわやかなレモンをテーマにした限定メニューも登場。レモンの形の“レモンマ
カロン”や、レモンクリームの酸味とふわふわメレンゲの甘味がマッチする“タルトシトロン”などの思
わず写真を撮りたくなるフードメニューのほか、レモンドリンクの入った開業 5 周年記念オリジナルク
リアウォーターボトルといったグッズ、オリジナルグッズを作ることのできる体験工房“リサとガスパー
ルのアトリエ”では、
“レモンアロマスプレーづくり”などの期間限定メニューが登場するなど、お楽し
み盛りだくさんです。
「イエローガーデン」と、
“富士山”
“エッフェル塔”のコラボはリサとガスパール タウンでしか見る
ことのできない、インスタ映え間違いなしのスポットです。一面に咲き誇る 2 万株の黄色いお花を見なが
ら、イエローフードメニューを楽しみ、オリジナルグッズづくり体験をする･･･さまざまな楽しみ方がで
きるリサとガスパール タウンにぜひお越しください。

リサとガスパール タウン イエローガーデン
特設 WEB サイト http://www.lisagas-town.jp/anniversary
▲特設 WEB サイト

●一面に広がる黄色いお花「イエローガーデン」
6 月 30 日（土）～9 月 6 日（木）の期間、エッフェル塔のあるメイン広場に、ヒメヒマワリ、ルドベキ
ア、メランポジウム、ケイトウ、マリーゴールドといった 5 品種、約 2 万株の黄色いお花が一面に咲き
誇ります。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、黄
色いお花や鮮やかな緑で可愛らしくデコレーションされたフォトスポットとなるほか、タウン全体が華
やかなイエローに彩られます。
＜イエローガーデン＞
■花の種類：ヒメヒマワリ、ルドベキア、メランポジウム、ケイトウ、マリーゴールドの 5 品種
■株
数：約 2 万株

●思わず写真を撮りたくなる、イエローレモンフードメニューが登場
レモンの形の“レモンマカロン”や、レモンクリームの酸味とふわふわメレンゲの甘味がマッチする“タ
ルトシトロンケーキ”など、イエローにちなんでさわやかなレモンをテーマにした期間限定メニューが
楽しめるほか、開業 5 周年記念の限定オリジナルクリアウォーターボトルに、レモンスカッシュやレモ
ンティーなどのレモンドリンクが登場します。

■夢のティーサロン「レ レーヴ サロン・ド・テ」
・レモンマカロン 7 個セット

￥1,300

レモン風味のクリームをサンドした、レモンの形の可愛いマカロン。
レモンの形の箱も可愛く、お土産にぴったり♪
・タルトシトロン

￥450

レモンクリームの酸味とメレンゲのハーモニーが楽しめるタルト
・蜂蜜レモンのシャルロット

￥430

レモンの酸味と蜂蜜の優しい甘さのレモンマカロン付きケーキ
・クリアウォーターボトル ￥1,100
開業 5 周年記念オリジナルクリアウォーターボトル付きの
レモンティーとレモンスカッシュの 2 種類のドリンク

＜土日・祝日限定 スイーツブッフェも開催＞
※1 日限定 30 名様
【開催日時】土日・祝日 15：00～17：00
季節のデザートに、夏限定、マンゴーがテーマのパフェが登場。
【場
所】レ レーヴ サロン・ド・テ
トロピカルな果物が贅沢に盛り付けられ、リサとガスパールも嬉しそう！ 【料
金】大人 2,100 円/
小学生 1,200 円/
■焼き立てパンの香りただよう「カフェ ブリオッシュ」
幼児（3～6 歳） 500 円
・Pine apple ￥250
・トロピカルマンゴーパフェ

1,400 円

パインアップルのクリームと果実のスライスが楽しめるパン
・レモンパン ￥230
レモン風味の、メロンパンのような食感のパン
・Jaune（ジョーヌ：フランス語で黄色）

￥250

レモンクリームを挟んだ、花をイメージしたパン
・フレンチトースト ￥800
イエロークリームとマンゴーピューレで、さっぱり×甘いフレンチトースト
・イエロースカッシュ ￥360
レモンとパッションフルーツのシロップを使った炭酸ドリンク
・レモンサワー ￥500

●イエローやレモンテーマのグッズや、期間限定オリジナルグッズ作り体験メニューの登場
黄色い金平糖「フラワー金平糖」などのリサとガスパール タウン オリジナルグッズのほか、マグカッ
プなどのリサとガスパールのレモンデザイングッズなど、期間限定グッズが多数登場します。
自分だけのオリジナルグッズを作ることのできる体験工房“リサとガスパールのアトリエ”では、“レ
モンアロマスプレーづくり”、“レモンドライフラワーアレンジ”、“イエロージェルキャンドルづくり”
が期間限定で楽しめます。

＜リサとガスパールのアトリエ＞

●黄色いお花の麦わら帽子をかぶったリサとガスパールの特別グリーティング
期間中の土日祝日限定で、黄色いお花の麦わら帽子をかぶったリサとガスパールのグリーティングを開
催します。一緒にならんで写真撮影をお楽しみいただけます。
開催日時：期間中の土日祝日 10：00～/15：00～

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
●絵本「リサとガスパール」の世界観たっぷりの巨大絵本フォトスポット
リサとガスパールが絵本から飛び出す巨大なウェルカムモニュメントがタウンに訪れたゲストの皆様
をお迎えするほか、絵本「リサとガスパール ゆうえんちへいく」の中の 1 ページを再現した絵本オブ
ジェでは、絵本の中に入り込んだような写真を撮ることができます。そのほかにも、タウンのいたる
ところに、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットが登場しています。

絵本「リサとガスパール ゆうえんちへいく」
テーマのフォトスポット

巨大なウェルカム絵本モニュメント

●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

クッキーストラップ

●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。

800 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
の街並みを再現した、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 後（施設により異なる）

■休 園 日

＜富士急ハイランド＞平成 30 年 6 月 28 日（木）、7 月 5 日（木）※8、9 月は無休
＜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：おとな（中学生以上）1,500 円／こども(3 才～小学生)900 円
※7 月 14 日（土）より入園料無料。
フリーパス（7 月 13 日まで）：
おとな 5,700 円／中高生 5,200 円／こども（3 歳以上） 4,300 円
フリーパス（7 月 14 日より）：
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。

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。
富士急行株式会社
TEL：03-3376-1115

宣伝部

担当：青柳

mai-aoyagi@fujikyu.co.jp

【プレスリリース、画像はこちらから】
https://fujikyu.box.com/v/Yellow
※リリースに掲載している以外の画像もございますので、
ぜひご覧くださいませ。

